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【自治功労者表彰】1人
▽池上　滿則さん（西新町区）

　多年にわたり町議会議員とし

て町政発展に尽力

【教育功労者表彰】4人
▽鹿本　隆彦さん（出町区）

　多年にわたり町文化協会役員

として町文化の振興に尽力

▽吉田　一明さん（上沖洲区）

▽下田　辰治さん（平原区）

▽髙木　真琴さん（古城区）

　多年にわたり町スポーツ推進

委員として町スポーツの振興

に尽力

【福祉功労者表彰】8人
▽起汐　凉治さん（新山区）

▽吉川　弘章さん（新山区）

　多年にわたり町身体障害者福

祉協議会理事として地域福祉

の増進に尽力

▽福原　静江さん（梅田区）

▽甲斐　まさみさん（向野区）

けたほか金婚夫婦に対し、制

作したＣＤ「もう金婚」を贈

呈するなど地域の振興に寄与

▽長洲シニアソフトボールチーム

　第18回熊本県シニアソフト

ボール夏季大会　優勝

▽小野　美玲さん（大明神区）

　第14回日本少林武術祭散打小

学1、2年女子の部　最優秀賞

▽髙野　早紀さん（建浜区）

　第67回全国高等学校陸上競技

対校選手権大会南九州地区予

選大会女子7種競技の部　優勝

▽手島　真聖さん（腹赤区）

　第32回全国高等学校弓道選抜

大会熊本県予選大会男子個人

の部　優勝

▽巻幡　海さん（平原区）

　平成26年度熊本県中学校総合

体育大会水泳競技大会バタフ

ライ100ｍの部　優勝

▽古林　悦子さん（宮崎区）

▽青山　秀子さん（今町区）

▽林田　トキヨさん（腹赤区）

▽平川　浩子さん（東荒神区）

　多年にわたり町食生活改善推

進員として食を通した健康づ

くりの推進に尽力

【特別功労者表彰】8人１団体
▽川島　正さん（出町区）

　第99回二科展絵画の部　入選

▽堺  次郎さん（清源寺区）

　平成26年度全国吟詠コンクー

ル決勝大会一般二部　優勝

▽杉本　百霞さん（向野区）

　第33回全国豊かな海づくり大

会くまもと絵画コンクール小

学校高学年の部 

　熊本県漁業協同組合連合会代

表理事会長賞

▽西野　守さん（出町区）

　「長洲よかとこ音頭」など長

洲町を題材にした作曲を手掛

平成26年度
長洲町表彰

自治・教育・福祉・文化・スポーツなどさまざまな分野にお
いて、町に貢献された個人や団体を表彰する平成26年度長
洲町表彰の受賞者が、９月24日、町表彰審査委員会で決定
しました。受賞おめでとうございます。

Ｊ

瑞瑞

長

宝双光章 今村義隆さん宝双光章 島永邦生さん

　今村義隆さん（下東）が瑞宝双光章を受章され
勲記と勲章が渡されました。
　今村さんは、約 48 年間、教育の道を歩まれ、
校長時代には、長洲小学校の新校舎建設に対して、
地震・津波対策や児童・教職員・地域の人々が楽
しいと思える学舎になるよう積極的に貢献されま
した。また、退職後は、教育長として、学校教育
の推進に尽力されました。
　今村さんは「天皇の拝謁を賜り感激の極みです。
これまでご指導やご支援いただいた皆様に感謝の
気持ちでいっぱいです。さらに精進していきたい
と思います」と感謝の言葉を話しました。

　島永邦生さん（新山）が瑞宝双光章を受章され、
勲記と勲章が渡されました。
　島永さんは、平成４年度から 16 年度までの 12
年間、長洲町消防団の団長として、長洲町の防災・
減災に尽力されました。また、現在は新山区の区
長として、地域の発展に貢献されています。
　島永さんは「天皇陛下を謁見でき、式典ではと
ても緊張しましたが、感激しました。これは周り
の多くの皆さんに支えられていただいた章だと思
います。感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張
りたいと思います」と感謝の言葉を話しました。

校長や教育長など教育に尽力された功績を賛え受章されました12年間町の消防団長として尽力された功績を賛え受章されま
した

MU乗松さん　車イスラグビーでアジアの頂点に!!

　JMU ビジネス・サポート株式会社に勤める乗松聖
矢さんは、10 月 18 日に開幕した『インチョン 2014
アジアパラリンピック競技大会』（韓国）に車イスラ
グビー日本代表として出場し、金メダルを獲得。日本
代表はアジアの頂点に立ちました。
　熊本県内で唯一車イスラグビーを行っている乗松さ
んは、沖縄のチームに所属。チームのポイントゲッター
として活躍し、ことし、見事日本代表に選出されまし
た。
　大会を前に「絶対に金メダルを勝ち取りたい」と話
していた乗松さん。大会を終えて、「金メダルを獲っ
て、周りの人たちが喜んでくれた。それが一番うれし
い」と笑顔を見せました。

金メダルを獲得し胸を張る乗松さん（中）

崎がんばらんば大会　銀メダル獲得！

　11 月 1 日～ 3 日に行われた長崎がんばらんば
大会（第 14 回全国障害者スポーツ大会）の立ち
幅跳びで、浦田左右城さん（新山区）が銀メダル
に輝きました。
　また、同大会で行われたソフトボール投げでは、
4 位に入賞しています。
　浦田さんは「毎日遅くまで練習をした成果が出
ました。これは周りの人の支えがあったから取れ
たメダルだと思います。」と笑顔を見せました。

銀メダルを手に微笑む浦田さん（中）
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植樹を通して「ながす」同士の友好を畑の学校で秋の味覚の収穫祭

　長洲有明ライオンズクラブ（中村正一郎会長）
は 11 月 1 日、宇佐ながすライオンズクラブ（冨
谷繁会長）から贈られた宇佐市の市樹である「イ
チイガシ」の植樹を行いました。
　互いの友好の証として、春に宇佐ながすライオ
ンズクラブ 30 周年を記念し、町から「モチの木」
を贈り、ことし秋に 40 周年を迎える長洲有明ラ
イオンズクラブに宇佐市から「イチイガシ」が贈
られました。
　この日は、長洲有明ライオンズクラブ 3 人と宇
佐ながすライオンズクラブの 4 人が共同し、金魚
と鯉の郷広場に植樹を行いました。

　ながす地域活動（増岡美知子会長）は 11 月２日、
子どもたちが農業体験を行うことができる畑の学
校を開催しました。
　これは、子どもたちに栽培や収穫を通じて自然
や食の大切さを知ってもらおうと、耕作放棄地を
活用して平成 23 年から毎年行われているもので
す。
　収獲祭では、サツマイモやシカクマメなどを収
穫後、採れたての野菜を天ぷらや大学イモなどに
調理しました。参加者たちからは、「おいしい！」、

「イモが大きかった！」など、楽しそうに秋の味
覚を楽しんでいました。

金魚と鯉の郷広場に「イチイガシ」の樹を植えました料理を囲んで記念撮影

11
２

11
１ 租税教育の一環に活用してほしい

　（社）玉名法人会長洲地区（市原一廣地区長）
は 10 月 29 日、町役場を訪れ、町内各中学校へ
租税教育用下敷きを贈呈しました。
　これは税を考える週間の中で、租税教育の充実
と地域貢献の一環として、全国の各法人会が昭和
55 年から取り組んでいるものです。
　この日は市原地区長をはじめ、玉名税務署の多
喜田良一統括国税調査官が長洲町役場を訪れ、松
本教育長に税について分かりやすく説明された下
敷きを手渡しました。

多喜田良一統括国税調査官（左）、市原一廣玉名法人会長洲地区
長（右）

子どもの成長に親子で笑顔に！

　子育て支援センターでは 10 月 29 日、はいはいが
できる子どもから未就学児を対象に、はいはい・よち
よち・かけっこ大会を開催しました。
　これは、子どもの成長を違った視点からあらためて
見てみることで、新たな発見をしてもらおうと、年に
２回行っているものです。
　この日は 35 組の親子が参加。はいはいやよちよち、
かけっこをがんばるお子さんの姿に、お母さんたちは
笑顔でお子さんの活躍を見守りました。
　参加者は「初めてこの大会に参加しましたが、子ど
もの成長を見ることができて良かったです。次回も参
加したいと思います」と笑顔を見せました。

ゴールを目指して元気にはいはい

10
29

10
29 ペタンク競技で３位入賞！

　第 13 回くまもと障がい者スポーツ大会ペタン
ク競技は 10 月 25 日、熊本県民総合運動公園ス
ポーツ広場にて開催されました。町からは５人の
選手が出場し、見事 3 位入賞を果たしました。
　大会には熊本県内 21 の市町村から 57 チーム、
総勢 226 人の選手が集まり、秋空の暖かい陽気の
下、競技を通じて交流を深めあいました。
　出場された選手は次のとおりです。
　出場者：宮本　義直さん（清源寺区）
　　　　　 岡　薫美さん（清源寺区）
　　　　　小岩井　今朝和さん（古城区）
　　　　　本田　政子さん（赤崎区）
　　　　　森山　志美子さん（赤崎区）

３位入賞を果たし、笑顔の選手の皆さん

10
25

清里小の子どもたちが稲刈りを体験

　清里小学校（松永光親校長）では 10 月 30 日、稲
刈り体験が行われました。
　この取り組みは、子どもたちに自分たちが普段何気
なく食べているお米のありがたさを知ってもらい、自
分たちで米を育て刈って食べることで、日本の食文化
について理解を深めてもらおうと毎年行われている行
事です。
　この日は、約 600 平方メートルにたわわに実った
もち米の稲穂を一つ一つ鎌を使って丁寧に刈り取って
いく児童たちの様子が見られました。
　稲刈りに参加した児童からは、「きつかったけど楽
しかった」「ことしは昨年より少なかった。お米を育
てることの大変さがわかった」などの声が聞かれまし
た。

稲を運ぶのも稲刈りの一環！

10
30 町内全ての小学校でフッ化物洗口が始まりました

　町では、『歯科口腔保健の推進に関する法律』
および『熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例』
に基づき、食習慣やブラッシングへの指導を基礎
としながら幼児期から継続してフッ化物を活用す
ることにより、生涯にわたっての歯の健康を守る
ことを目的としてフッ化物洗口を実施していま
す。
　昨年度は、清里小学校が熊本県のモデル校とし
て指定を受け、フッ化物洗口を実施しましたが、
本年度は町内全ての小学校で 10 月 17 日から毎
週１回のフッ化物洗口を実施しています。

フッ化物を活用した１分間のクチュクチュ洗口中

10
17スマホルール制定で子どもを犯罪から守る！

　町教育委員会、青少年育成町民会議など町内の青少
年の健全育成に関わる団体は 10 月 22 日、「スマート
フォン等の利用に関する長洲ルール」を制定しました。
　これは、今日、携帯電話のメールやスマートフォン
の無料通話アプリ「LINE」が原因で、子どもたちが
犯罪や事件に巻き込まれることが多発している状況に
対し、子どもを犯罪などから守るために制定されたも
のです。
　青少年育成町民会議（福田了栽会長）、町 PTA 連
合会（溝口靖美会長）、町子ども会連合会（高松孝二
会長）が、松本 曻教育長に制定文を手渡しました。
　今後は、町教育委員会を通じて町内の小中学校ごと
のルールづくりが行われます。

町独自のスマホルールを制定しました

10
22
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税についての作文表彰式

　税を考える週間実行委員会が募集した「平成 26 年度の
税についての作文」の表彰式は 11 月 8 日に玉名市で行わ
れました。
　これは、中学生に税への関心と理解を深めてもらうため、
毎年行っているもので、本年度は、2,187 点の応募の中か
ら、町内中学生次の 3 人が表彰されました。
◦長洲町長賞「国民が安心して暮らせる国」
　長洲中学校 1 年　宮本　茉凜さん
◦長洲町教育長賞「僕達の未来と税金の関係」
　長洲中学校 2 年　大塩　隼風さん
◦荒玉地区宅建業税務協議会会長賞「税と私たち」
　腹栄中学校 3 年　諌山　桜花さん
　また、租税教育に尽力した功績をたたえ、長洲中学校に
玉名税務署長賞が贈られました。

表彰された宮本茉凜さん（左）、大塩隼風くん（中）、諌山桜花
さん（右）

11
８

11
８

大分県宇佐市との新たな交流事業

　11 月 7 日、長洲町と宇佐市（大分県）は、共通の
課題である水産資源回復（アサリ）事業の発展や 1 次
産業分野での新たな連携強化を目指し、長洲町役場で
水産資源回復（アサリ）事業意見交換会を開催しまし
た。
　この意見交換会には、中逸町長・是永宇佐市長をは
じめ、行政関係者・漁業関係者約 30 人が参加。新た
に取り組んでいるアサリ人工種苗放流事業やアサリケ
アシェル事業の報告など、さまざまな意見交換が行わ
れました。
　また、意見交換会後は、長洲海岸地先の現地視察を
行い、これから 1 次産業分野において、連携を強化し
ていくことを相互に確認しました。

長洲海岸地先の現地視察を行い連携強化を確認

11
７町区　青空の下でのグラウンドゴルフ大会

　宝町区（小裏勝廣区長）では 10 月 23 日、宝
町区グラウンドゴルフ大会を行いました。これは、
グラウンドゴルフ大会を通じて区の親睦を図ろう
と毎年行われているものです。
　この日は区民 13 人が参加。快晴の青空の下、
参加した区民は笑顔でグラウンドゴルフを楽しみ
ました。
　小裏区長は「宝町区のグラウンドゴルフに上手・
下手は関係ありません。今回は 13 人とやや少な
かったですが、区民の親睦が図れて、区民一人一
人が楽しくプレーされていました。来年は多くの
区民の参加を待っています」と笑顔を見せました。

青空の下、わきあいあいとプレーする区民の皆さん

山区　大地震を想定した初動訓練

　新山区（島永邦生区長）では 11 月 5 日、熊本
県が実施する大地震を想定した初動訓練に参加し
ました。
　この日は区民 35 人が参加。RKK ラジオの訓練
開始を告げる地震発生アラームと同時に、区民た
ちは一斉に机の下に隠れたり座布団で頭を守った
りと、真剣に訓練に取り組む姿が見られました。
　島永区長は「訓練とはいえ、慌てることがあり
ました。また、今回は光だんらん TV を使って役
場と接続し、訓練の様子を見てもらいながらの訓
練でした。今後も情報を交換しながらいろいろな
事業ができたらと思います」と話しました。

訓練開始のアラームと同時に自分の身を守る訓練を行いました

新

宝 長洲剣友会　３位入賞!!

　長洲剣友会（永井和則監督）は 11 月 3 日、町
総合スポーツセンター体育館で行われた第 34 回
玉名郡剣道大会において、3 位入賞を果たしまし
た。
　この日は、小学生 23 チーム、中学生 15 チーム、
述べ 164 人が参加。鍛え上げた武を競いました。
　永井監督は「決勝戦まであと一歩だったが、気
持ちの差で負けてしまった。これから気持ちの面
も鍛えていけたらと思います」と話し、主将の西
川侑志くん（大明神）は「3 位になってうれしかっ
たけど、次は優勝目指して頑張ります」と熱い意
気込みを語りました。

長洲剣友会の皆さん

11
３

野区　早朝から元気はつらつ！グラウンドゴルフ大会

　向野区（杉本再起区長）では 11 月 3 日、六栄
小学校で向野区グラウンドゴルフ大会が行われま
した。これは、大会を通じて区の親睦を図ろうと
毎年行われているもので、ことしも小学生から高
齢者まで 120 人が参加。早朝から元気いっぱいの
プレーが見られました。
　杉本区長は「今年も多くの人に参加いただき大
変ありがたく感じています。来年も笑顔で皆さん
と楽しくグラウンドゴルフができればうれしい」
と次の開催へ期待を込めました。

早朝から笑顔でプレーする区民の皆さん

向 「ながす教育の日」～町内の小学校で土曜授業を開催～

　長洲町では、子どもたちに豊かな教育環境を提供するため、学校、家庭、地域が連携し、小学校の授業
や地域でのスポーツや体験活動などの機会の充実を図ることを目的として、11 月 8 日を「ながす教育の日」
として土曜授業を行いました。
　土曜授業については文部科学省で、教育活動の一環として推進されています。

六栄小学校では、親子花いっぱい活動、
リレー大会などが行われました。

腹赤小学校では、ＰＴＡ物品バザーと食
バザーが行われました。

長洲小学校では、新校舎建築 10 周年記念イ
ベントと校区花いっぱい運動が行われました。

清里小学校では、「みのりの里まつり」で
餅つきや会食、バザーが行われました。


